女子会 をいた し ましょ う
ひわ き ゆ り こ
リッ プクリ ームを取り出そ うと バッグを開いたら、携帯電話の小さなラ ンプが点滅していた。あわててバッグ の口
を閉じ、引き出しに戻した。
私の携帯にメー ルを くれる人なんて、片手 で数えるくらいしかいない。しかも週の前半 となると、 ほぼ想像が つく 。
自分の卑屈さを 見せつけられるようで、開くにはためらいがあ る。先延ばししようと思うのだが、 我慢できず に開い
てし まうのもいつも のこと だ。その日も気 になって仕事に集中できず、トイレ に行 く振りをし て携 帯を開いた。
受信ボックスに入っていたのは「亀田珠代 」と いう名前で、件 名は「たまよ」とあ った。そこ には「佐野 貴之 」と
珠代さんからの初メールは「よ かつ たらさんにんてあいません か」と平仮名ばかり で書かれていた。理解するまで

いう名 前があると、何 の疑いもなく思 っていた私は気が抜けた。
に少し 時間が掛 かった。萌 絵ち ゃんにも同じメールが行ったのだろ う。今週は佐野 さんからの誘いもないようなので、
珠代さんに連絡を取ってみるのもいいかもしれない 。今まで思い出しもし なかったのに、珠代さん の笑顔や萌 絵ち ゃ
んの語尾が 消え入りそ うな口調が懐かしかった。
珠代さん、萌絵ちゃん、私 の三人は日帰りバス ツアーで知り合った。ツアー客 の中で、私 たち三人 は浮いていた。
ひとり で参加し た六十代、四十代、二十代 の何 の共通点もない私たちには最後部の席が割り当てられた。ガイ ドが 喋
る度に車内は大盛り上がり で、 いちいち歓声や 拍手が起こ る。騒々しさに気圧されていると、両側のふたりも 同じな
のか、言葉も交わさずぼんやり 外を見ていた。左側は母と 同じくらいの年代だろうか。背 中を丸めて車窓に見入って

で、縦横と もにたっぷ りした背中 には艶やかな髪が波打っている。時折のぞく化粧っ気のない頬の辺 りが 、私には誇

い る。ショートブーツの爪先がやっと床に届くくらいで、足を動かす動作がどことなく子どもっ ぽい 。右は若い 女性
らしげ に見え る。
最初に立ち寄 ったのは菓子 工場に隣接 する直売所 だった。何がそこまでさせるのか、参加した人 たち はも のすごい
勢いで試食のお菓子を口に放り込 みながら売店内を進んで行く。
「こん なに食べたら、お昼の焼き 肉食べ放題が入 らなくな るわ」
次の試 食に爪楊枝を突き刺しなが ら誰かが言うと、周囲で笑い声が上がる。
ま た誰 かが言 うと、ひとき わ賑や かになる。

「いいのよ。甘い物は別腹」
休 みを代わってもらった同僚と家へ小 さな 菓子折ふたつを買うと、他にす ること も思い浮 かばない。人びとの流 れ
から弾き出されるよう に外に出て、目 の前の国道を走る車を眺め ていた。ふと気 づくと、バスの中で両側に座ってい
たふたりが側にいた。一瞬、目が 合ったけれど、気まずそ うに三人とも目を逸らした。言 葉は交わさなかったけ れど、
ひとり で立ってい るより何と なく心地よかった。
店 内に戻ると、ツアー客はみんな一カ所に集まっていた。「お得コー ナー」と書 かれたのぼりが 立てられ、 ロー ル
ケーキの切れ端やどこ かがち ょっと不 良で商品にならない菓子を格安で販売している。詰め 放題もあ るようで、煎餅
を口まで詰め 込ん だビニール袋を捧げ持って 摺り足でレジに運ぶ人もいた。
焼き肉店に入 っても状況は変わらず、私たち三人 は自然の流 れに乗るように隅にかたまって座った。
私 はぼんやりと、一度だけ佐野さんと 食べた焼き 肉を 思い出していた。いつも一人分ずつが 供される店で食事をし
ていたのに、 「たまには焼き 肉でも食べよう か」と佐野さんが言 い出した。彼は慣れているらし く、どんどん焼いて
は「焼き 過ぎないうち に食べ なくちゃ 」と、私の皿に自分の箸で肉を 載せた。焼き肉が嫌いではないのに、 うっすら
と血の滲むよ うな肉は気味悪く、私は不当な 扱いを受けてい る気 になった。
「さあ、 食べよう 。まずはタ ン塩だよね」
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珠代さん の言 葉掛けで、私は現実 に引き 戻された。彼女は意を決したよ うに、菜箸を使って大皿 のタ ンを網 の上に
並べ始め た。
「あのう、カ ルビも焼いていいですか？ 」
萌 絵ちゃんが 、ど うにか聞き 取れ るくらいの声で言った。
「好きなもの、どんどん焼こ う。この盛り合わせを食べちゃったら、後 は追加し放題なんだ から 」
珠代さん の明 るい声で緊 張が 解け、私たちはやっと口を 利き始め た。
「ほら、もう焼け てるから食べて、食べ て。早く食べないと、お肉が炭になっち ゃうから。えーと、お名前、何 だっ
珠代さん に促され、 「岩 倉千紗。四 十三 歳で、私 もひとりモ ンです」と、顔だけ で笑った。

け 。私は亀田珠代 。六十七歳、ひとりモ ンで無職でーす 。珠代さん って、呼んでくださーい 」
すかさず 「お仕事は？」と珠代さん に突っ込まれた。
硬い口調 になった。

「旅行社 に勤務しており ます 」
「私 は南萌絵。二十 歳です。えーっと、コン ビニで店員してます」
いたずらを見つけられた子ど もみたいだった。
食べ るにつれ口もほぐれてき て、私 たち三人 はツアー参加の経緯 や肉の感想 など言い合った。

「そ う、 千紗さんと、萌 絵ち ゃんね 。ど うぞ、よろ しく 」
今回 のツアー は商店街の 福引きの景品だ 。当てた人には無料 招待券。外れても、四千二百円を払えば参加できる。
それぞれのグ ループ の誰かが 当たり くじを引き、他の人 たち は料金を払 って参加してい るのだろ うか。小さくて古い
たところ だ。駅を挟んで反対 側に住んでいる私にはあまり馴 染みが ない 。

商店街な ので、顔見知りが多 いのかもし れない。私 たちを除いた一 体感ある盛り 上がり は、 商店街 の新年宴 会といっ
珠代さん は電車でふ たつ目の駅に住んでいる。
「気 分を 変えよ うと電車 に乗って買 い物 に行 ったら、当たっちゃったのよ。ひとりだと焼き 肉屋には行けないしね 。

運 に恵まれていそ うな笑顔で言った。

いいチャンスじゃない 」
「ひとりで参加し ても、友達ができると思ったし 」
と、探るような目つき で私 たちふ たりを見 る。
「私、 生まれて初めてくじに当たったんです 。こ れ、行かなかったら運が 逃げて行く気が して……」
萌 絵ち ゃんは商店街を 抜け た所のワン ルー ムマンションに住んでいた。
私 だけが両親と同居し てい る。母は無料招待券を手に、喜 び勇ん で帰宅し た。いつも車で行く郊 外のスーパーマー
ケットで買い物を するのに、 たまたま行った商店街で当たりを引き当てたことに興奮していた。ところが ツアー 前日
から父と一泊 で温泉に行く予 定で、予 約も入 れていた。母もまた自分が手 にした幸運を無駄にし たくないらしい 。い
つ にない熱心さで私に参加を 勧め た。仕事柄、見ておくのも悪くないと思い、行 くことにした。
近 ごろ あまり言わなくなった一言を添えた。

「実はね、当選者参加 用紙に千紗ちゃんの名 前を書いて来ちゃった。思わぬ出会いがあるかもし れないわよ」
焼肉を 食べながら三人 で話すのは、奇妙な 開放感があ った。ついさっきまで、まったく知らない人たちだった。こ
のツアーが終 われば、 また関 わり ない人たち に戻ってゆく 。それなのに、同じ網 の上の焼肉を食べている。それぞれ
ツアーも終わり、 別れ際に珠代さんから提案があ った。

の性格が 見え るよ うで、焼け た肉を巡 る微妙な気 遣いも好もしい 。
「もし、よかったらなんだけど、私たち、また会わない？」
生まれて初め て女の子 に告白する少年 みたいな言 い方だった。
「私、いいですよ 。また会いまし ょう 」
萌 絵ち ゃんがコー トのポケッ トから携 帯を取り出し、珠代さんに質問しなが ら登録し てゆく 。つ られて私も出し た。
萌 絵ちゃんは要領よく珠代さんの携帯にもふ たり 分を 登録し た。
別れてから携 帯を 開いた。ふ たり の名 前と番 号に、メールアドレスが入っている。本当に連絡が 来るのだろ うか。
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またふたりに会いたいか、と 自分 に問うてみた。会うことで生まれる何 かが 、私 には見えな かった。たまたま三人で
焼肉を食べただけ だ。こ のまま連絡が来ない確率 の方が高い 。アドレス帳の「保留」グ ループにふたりを入 れた。
週 の半ばに佐野さんから会社 に電 話があ った。お 互いが 声だけで判るのだが 、いつも通り事務的に名 乗り合った。
私 たちの関係 はあ くまで依頼者と 担当者でし かない。受 話器を置く前に「じゃあ 、また 」と 親しげなひと言 でも添え
たなら、一気 に崩 れて行きそ うだ 。しかし佐野さんも私 もそんな事はし ない 。似 た者同士な のだ 。佐野 さん にと って
私 は都合いいだけ の女でしかない 。彼もまた、私にとって都 合いいだけ の男 なのだろう 。
佐野さん は小 さな 建築デザイ ンの会社を 経営していて、出張や社員旅行 でうちの旅行社を利 用し てくれ るお得意さ
んだ。家族旅行の手配も頼まれるので、私は彼の家族構成も知っている。三 歳年下の奥さんと、ふたり の女の子 は高
校生と中学生 。住宅街の一軒家に住んでいる。彼は奥さんと 家のローンや子ども の進学 につ いて話し、もう少し すれ
ば老後のこと など考えるのだろう。ふたりで将来を予測し、 協力し なが ら積 み上げてゆく。私と佐野さんはたま に時
間を共有するだけで、何 処へ も向かわない。時どき 、ど うし てこん なことをしているのだろ うと思う。
その日は早め に仕事を切り上げ、閉店と 同時に会社を出 た。途中で家に電話を入 れたが 、誰も出なかった。
灯の消え た家のテー ブルにはメモが 載っていた。
〈 お 父 さ ん と 、 お 兄 ち ゃ ん の 所 へ 行 き ま す 。 ご 飯 は 食べ て く る の で 、 冷 蔵 庫 の 物 で 適 当 に す ま せ て く だ さ い 。 母 よ
り〉
珍し いことで はないのに、そ の夜は気持ちが 折れたような閉塞感があった。この世界中の何 処にも、私を待 ってい
る人 なん ていない。そう思うと、自分の存在が頼り なく 取るに足り ないものに思える。
ぼんやりと佐野さんを思い浮 かべた。彼の両腕で 抱き止められ、暖かく柔らかい胸板に顔を 埋める時の感触 。耳元
で囁 かれ る言 葉は私 だけ に向けられてい る。他の誰でもない、この私ひとり に。
突然、携 帯が 鳴った。音のない空間 で大きく響いている。「亀田珠代」とディスプレイが知 らせていた。
「あ のう 。私、 亀田珠代といいます 。バス旅行で一緒になった者ですが ……。あっ、いま電 話いいです か？ 」

珠代さんは気の毒なくらいおどおどし ていた。
「はい 。いいですよ。お久し ぶり です 。その節はお世 話になりました。メールもらったままで、 ごめんなさい。お返
事しなくてはと思いながら、つい 」
「えっ、メー ル、ちゃんと届いたんですね。初め てだったから、 千紗さん には届かな かったんじゃないかと思って電
話して みまし た」
話すうちに珠代さんの口調 は滑らかになり、初め て会った 時を再現し てい るようだった。
珠代さんと萌 絵ち ゃん の間 では既 に話ができていて、私が 休みの日に珠代さんの家に集ま ること になった。
目標が できた気になり、風呂に湯を張りながら冷蔵庫を物色した。
そ の日 は朝から落ち着かな かった。よ く知 らない人の家を 訪問す ることに馴染みがない。何か持 って行こ うと思う
のだが 、珠代さん はツアーで買い物をしなかったから、菓子類は喜ばれない。果 物はどうだろう 。もっと気の利いた
物 はないだろ うか。早めに家を出 たの に、商店街を行 ったり来たりす るだけで時間が 過ぎてゆく 。あ わててワイ ンを
包んでもらい、電車に乗った。待ち合わせの四時ちょうど に着く電車 だった。
ふ たつ目の駅 で降りると、改札口 の横に珠代さんと萌 絵ち ゃんが 立っていた。私 に向かって手を 振るふたり の笑顔
珠代さんに案 内されて家の前に立った 時、私と萌 絵ち ゃんは息を 呑んだ。篠竹のひと 叢が古いブロッ ク塀の上から

で緊張が 解け た。
はみ出し てい る。正面玄関は両開きのガラス ドアで、 擦れた金文字は「亀田醫院 」とある。内側に白い木綿 のカーテ
「近所の人たちから、お化け屋敷 って言われてるの。さあ、こっちこ っち」

ンが引かれていたが、 すっかり色が変わって年季を感 じさせた。父が 口にす る「藪医者」と いう言葉が頭に浮かんだ 。
珠代さんは気 にす るふ うでもなく、建物とブロッ ク塀 の間を すり 抜け て行く 。診療所 の建物とつなが ってい る自宅
部 分も古い建物だが、その時どき で手が入れられた跡がある。
通された居間 は暖 かく、こたつの上にはいろ んな料理が並ん でいた。
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萌 絵ちゃんの言葉に、珠代さんは恥ずかしそ うに微笑ん だ。

「うわぁー、お正 月みたい」
「お客さんなんて来ないから、ど うしたらいいか判んなくて、デパ地下 で買 って来ちゃった。飲 み物もいろ いろ 用意
彼 女は何 度も 「こんなの 女子 会っていうんでしょう」と、と ても嬉しそ うだ 。

し たから、ゆっくりしてってね」
ビールで乾杯し持参したワイ ンが 空にな るころには、萌 絵ち ゃん のろれつが 怪し くなってき た。とろ んとし た目 で、
「努力し なくちゃ 」としきり に繰り返す 。未 成年で はないが 、飲み慣れていないのだろ う。
私 たちの心配をよそ に、座布団を枕 にし てこ たつ にもぐり込んだ 。

「大丈夫です 。ち ょっと 眠ったら、 すぐ に醒めます から 」
珠代さんが萌 絵ちゃんの顔を覗き込 みながら言った。
「努 力って言 ってたけど、何を努力するんだろう」
「さあ」
「千紗さんって、いま努 力し てることあ る？ 」
答え に詰 まった。努 力なんて考えたこと もな かった。
「今まで に努 力したこと でもいいん だけど」
「そ うですねえ、受験勉強の 時とか。そ れと、英語検定を受けた時が努 力に近いかなあ 。そ の時は意識してなかった
と思うん ですけど。珠代さん は、ど うですか？」
「さ っき から考えてんだけど、まったく思い当たらないのよ 。かと いって、一度も努力せず にこ の年まで来たって気
「必死で何かをやったってことはないん です か？」

もし ないし」
珠代さん は、 ぽつり ぽつりと 話し始めた。ひとり っ子で 病弱 だった子ど もの頃は、 自分から 進んで何かをし た記憶
がないと いう。大人 になっても同じような環 境だった。二十代半ばには、親に言われるまま何度も 見合いをした。

「でもねえ、初め て会う人と向かい合って、この人とセッ クスす るん だって思うとピ ンとこなくて。この人じゃない
って、 いつも思ってた。親も無理強いするよ うなこと はな かったし」
どきりとした。私 だって、相手を知らないうちからセックスすることが決まっている状況は考え られない 。しかし
「私が三十のころ 、父が亡くなったの。医者の不 養生っていうのかし ら、心筋梗塞だった。父は予測してたのかもし

誰かに向かってセックスにつ いて話す のは、躊躇 いがある。珠代さん は少し酔ってい るのかもし れない。
れない 。母は生まれたまんま みたいな人で、世間 のことには疎かったわねえ。私 も同じよ うなも のだったし。そ れで
も、ふ たりが 困らないだけの物は用意してあ ったもの」
「それ からず っと、お 母さまとおふたりで？ 」
「そう 。母も十年前に亡くなったわ。最後のほう はすっかり惚けちゃって、私を 母親と思い込ん でた みたい。少しで
も私の姿が見えなくな ると、 探し まわるの。泣きべそ かいて」
「大変だったんですね 」
「そうねえ、 他に兄弟もいないしね。でも、 自分がし てもらったことをそ っくりそのまま 返して るみたいな感じだっ
たかなあ。あ ら、 ごめんなさい。あん まり人と会うことが ないもんだ から 方図が 判らなくて、面白くもない話を 長な

お母さまが気持ちよく 過ごせるように、いろん なことして 。そ れって、努 力と

が としちゃったわね。えーと、何 の話だったっけ 。そ う、そう。私のは苦労っていえ るかもしれないけど、努力じゃ
「努力もされたん じゃないですか？

ないわね 」
思います 」
珠代さんはにんまりし た。彼 女の年になったら、私はどんな顔をしているのだろ う。両親を 看取り、 今の家 にひと

「ありが とう 。千紗さんとまた会えてよかったわ」
り で暮らしているのだろうか。室 内を 見まわすと、物 は多いがきちんと片付 いている。清潔で心地良い。こ れも珠代
さんの努 力と思う 。
「ごめん なさい。私、 寝ちゃったんですね」
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萌 絵ちゃんが 急に上半身を起こし たので、びっくりした。すっかり酔いが醒めた顔をしてい る。肝細胞だって若 く
て元気な のだ 。
「なんか、お腹空いてき まし た。いただいても、 いいですか？」
珠代さん はいそいそと皿を抱えてキッチンへ行った。萌 絵ち ゃん は蒸し鶏のサラ ダを 取り皿 にこんもりと盛り、 頬

「もちろ んよ 。ぜ ーんぶ 食べ てってちょうだい。いま温め直 すから」

とっても美味し いですよ 」

ばった。咀嚼する度に頬がゴム毬 のよう に弾む。淡いピ ンク の肌は柔らかく張りがあって、指先 でつつ いて みたくな
っ た。
「 千紗さん、 食べ ないん です か？
「あっ、 ごめん。じろじろ見られてたら 食べ にくいわね 。私 のこと は気 にし ないで、どんどん食べてち ょうだい 」
旺盛 な食欲に目を細めている自分が いる。私 にも、こん な頃があ った。体重を気 にしながらも食欲には勝てず、 い
佐野 さんと会う時は、ゆっくり食事をす る。私たちは料 理の話ばかりし てい る。彼がソース の味を褒め れば同意し、

ろん な物を食べていた。何を 食べても美 味し かったし、もっと食べ たいという欲 求は尽きることがなかった。
火の通り加減の微妙さを 解説すれば大人しく 聞く。たま に私が解説 側にまわることもあ る。「美 味しい 」と口に出し
て言 うのだが 、いま萌絵ちゃんが味わってい るのと は別物だ 。佐野 さん に向かって口にするそのひと言 は「ごちそう
「さあ、どうぞ」

さま 」と か、 時には「そ うなんだ」くらいの 意味し かない。
珠代さんが湯気の上がる皿を並べた。
「あ のう、私、そろ そろ 帰らなくち ゃ。明日も早番 なん です 」
料理を温める前に言えばよいのに、 なんと間 の悪い子なんだろう、と少し苛立った。私が二十歳の頃は、もっと気

萌絵ちゃんが 箸を置き、 すまなそう に言 った。
配りしていたはずだ 。そ のくらいのこと は身 に付け ていた。
「そ うねえ、若 い娘 さんを遅 くまで引き 止めちゃいけないわね。じゃあ 、持 ってってち ょうだい。今、詰め るから 」

珠代さんは気に留めるふうもなく、立ち上がってキッ チン に行った。
「もらって帰ってもいいんでしょうか」
小 声の萌絵ち ゃん は不 安そ うだ。
「珠代さんひとり じゃ 食べき れないくらいあ るから、 戴いたら？ 」
「でも、わざ わざ 買って来た物を私が もらっても…… 」
容 器や紙袋を 抱え た珠代さんが戻って来たので話は中 断し た。
「容れ物は返さなくていいから。たくさん溜まっちゃって、処分する気にもなれないし、 役に立ってよかったわ」
珠代さんは「若い人は、こんなのも好きよね」などと言いながら、詰めてゆく。萌絵ちゃんは「もういいです」を
繰り返しなが ら、 顔が どんどん強 張ってゆく 。困り顔を通り越し て、しかめっ面になってしまった。
亀田医院の門の前で珠代さんと別れた。彼 女は「また 女子 会しましょう」と何度も言 った。
紙袋を提げた萌絵ちゃんと並んで駅までの道を歩 いた。駅 で迎え てくれた 時はあ んな に楽しそうだったのに、黙っ
て足元を見ながら歩いている。
「どう かした？」
駅 の灯 りが見えてきた所で訊いた。
萌 絵ち ゃんは紙袋を持ち上げて見せた。

「なんだ か珠代さんに悪くって」
「迷惑だった？」
「 そ ん な 、 迷 惑 だ な ん て 。 食 費 も 助 か るし 、 デ パ 地 下 の お 総 菜 な ん か 自 分 じ ゃ 買 え な い か ら 、 嬉 し い ん で す け ど …
…」
「だったら、 いいんじゃないの」
「でも、よく知らない人から、こんな にしてもらうなんて……」
萌 絵ち ゃんのことが鬱陶しくなり、私 まで気持ちが沈んでき た。
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黙って前を向いたまま、並ん で電車の座 席に腰を下ろし た。ふたつ目の駅舎が見えてきた時、萌 絵ち ゃんが 立ち 上
が りなが ら言 った。
「私、他人から良くしてもらったことないから」
先 に電車を降りた彼女にホー ムの端で追い付 いた。
「千紗さんは西口 ですよね。私は東口だ から。今日はど うもありがとう ござ いました」
頭を下げ ると、そ のまま行ってし まった。
珠代さん の嬉しそ うな顔と萌 絵ち ゃんのしかめっ面が交互に浮かんだ。家へ の道を辿りなが ら、 「今の若い人はあ
い聞かせた。沈んだ気持ちを 断ち切ろうと繰り返し思ってみるのだが、 うまく行 かなかった。

ん なものかもしれない」、「 偶然に出会った人たち なん だから、そんな に気 にす るほど のこ とで はない 」と 自分 に言

四十 歳を 過ぎ た頃、 母が 急に結婚の話をしなくなった。母なりに踏ん切りが ついたのだろう 。いつも家 に居て温 か
い手 料理を用意し、 家の 内外を清潔に整える人だった。それが父とよく出掛けるようになり、食卓に出 来合いの 惣菜
が並んだり窓ガラス の曇りが 目立つこと もあ る。初めは父も 面食らったようだが 、近ごろは仲良くふたりで出かけて
いる。結婚ってこん なにいいものな のよ、と 見せつけているようで微笑まし くもある。
佐野 さん に誘われたのも、そ の頃だった。仕 事の帰りに飛行機のチケッ トを 届け に行った。たま にあること なので、
仕事の延長と思っていた。ひとり会社に残っていた佐野 さん は、ペールグレーのシャツを腕まくりして製図 台に向か
って いた 。
「やあ、 すまないね 。宅 急便 でも良かったん だけど、急ぐし、直接もらった 方が 安心だし。今日 はお礼 に美 味しいも
言うなり身支度を始めた。黙って突っ立っていると佐野 さん は灯 りを消し始め、「さあ 、行こう」と先 に部屋を出

のを ご馳 走す るよ。近く にいい店があるんだ 」
た。せっかちな人なんだと思 った。
あのとき 行ったレス トラ ンも 食べた料理も覚えていないのに、帰り道で 抱き 締められたこと は鮮明 に覚えている。

て私を満たした。

人 影もまばらな通りの、街 路樹の根元だった。他の誰でもない、この私が 求められている、という思いが 快感と なっ
別れ際 に私たちは携帯番号とメー ルアドレスを交換し た。
「これ は個人 用だ から、僕からの 連絡を迷惑だと思った時は拒否してくれていいから。僕に対し て気を遣う必要 はな
い」
佐野さんは、その 時は今まで通り の社員と 顧客に戻るだけ だ、と言った。その言 葉は、次 に訪れ る事態を予感させ
た。
メールをくれ るのはいつも佐野さんで、間 もなく私たちは食事を終え てホテルに行くよう になった。初め ての時、
「こん なものなのだろ う」と思った。家庭を持ってい る人とそのような関 係にな るのは初めてだった。恋愛と結婚を
結び付けるほど若 くはなかったし、恋愛はすでに甘く切ない情感をもたらすものでもなかった。佐野 さんとの付き合
いずれ にしろ 、続けるかやめるかの選択権 は私が 握ってい る。着信拒否にすれば、ふ たり だけの関係 は終わってし

いが恋愛といえるならの話だが。
まう。私の方が優位のはずな のだが、 いつも佐野 さん に媚びたり 合わせよ うとす る自分がい る。
深 夜に帰宅し ても、両 親は何も言 わなくなった。娘の人生 に関わるより、自分たちの人生を 楽しむことを選んだ の
だろ う。
厚手のコートを脱 ぎ街を行く人たちが すっかり軽装になった頃、珠代さんからメールが来た。
ちゃんと漢字 変換されていて、絵文字まで付 いていた。先に萌絵ちゃんと連絡を 取ったようで、 彼女の都合も書 か

「そろそろ、 女子 会を いたし まし ょう 」
れていた。亀田医院の 佇まいが懐かし く思い出され、 すぐに返信した。
し かめ っ面をしていた萌絵ち ゃんがまた来ると知り、私の気持ち は軽 かった。
そ の日 は萌絵ちゃんと ホームで待ち合わせ、電車 に乗った。私はワイ ンとチーズが入 った紙袋を提げていて、彼 女
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はスイトピー の小 さな花束を持っていた。
「私、お金が ないから、こん なも のしか持って行けなくて……」
「春らし くて、いいじゃない。珠代さん、き っと喜ぶわよ。萌絵ちゃん、気 にし 過ぎるんじゃないの？
「 そ うで し ょ う か …… 」

ら、手ぶらで行っても誰も気 にし ないわよ」

そん なこと考え たこともないし 」

「萌絵ち ゃん、もっと自分に自信を持った方がいいんじゃない？」
「えっ、 自信です か？
珠代さん は予想通り喜ん でくれ、すぐにカッ トグラスに挿し て座 卓のまん中 に花を飾った。

私 は萌絵ちゃんの 頬みたいなピンク のスイトピーと、た るみのないきれいに伸びた指を 見ていた。
「また買 って来ちゃった。代 わり映えし なくて、ごめん なさいね」
珠代さん は言 ったけ れど、菜の花や 竹の子が季節 の巡りを思 わせ る。

若 いん だか

「萌 絵ち ゃん、若い人は遠慮なんかしち ゃだめよ。せっかく買って来たんだ から、いっ ぱい 食べ てよ。年取るとあん
まり 食べ られなくな るから、 今のうちよ 。ほら」
乾 杯 し て 女 子 会が 始 ま っ た 。 珠 代 さ ん は す ぐ に 箸 を 置き 、 「 若 い 人 が 食べ て る の を 見 る の も 、 気 持 ち が い い も の
「ねえ、 海ホオズキ って知ってる？ 」

ね」と満足そ うに萌 絵ち ゃんを見ている。
珠代さんが唐 突に訊いた。
「お盆に飾る朱色のホオズキ なら知 ってますけど」
「違う、 違う 。海で捕れ るのよ。何 かの卵なんだろ うねえ。巻き貝とかにくっつ いてて、たまに魚屋さんにあるの。
こん な形 をし てて 」
両手 の人差し指を左 右対 称に動かし なが ら、手に入れた 時の嬉しさやど うやって音を出すかを細かく説明す る。
「海ホオズキが どう かし たん ですか？」

萌 絵ち ゃん の問い掛け に、珠代さんの顔から笑みが消えた。
「ごめん、 ごめん 。こ の前、魚屋 の店先で急に思い出したものだから。こんな話、おもしろくもなんともないわね」
「あっ、いいえ、そうじゃないです。もし珠代さんが 持ってたら、見てみたいなと思 って 」
あ わてている萌絵ちゃんに口添えした。
「私も 見たいです 。そ れって 植物じゃなくて、動物なんでしょう 。なんだ か不思議な物みたい」
「そうなのよ 。でも、小さい頃に見たきりで、もう六十年以上みたこともないわね。その後、ゴムで似せて作ったお
もちゃもあったん だけどね」
珠代さんはまた話し始めた。ひとりで過ごす時に頭に浮かぶあれこれを解き放つよう にし ゃべる。孤独な 時間の埋
め 合わせをし てい るよ うに見えた。
萌 絵ち ゃんの目が とろ んとしてき て、 また「努力しなくち ゃ」とつぶやいている。私と珠代さん は顔を見合わせた。
珠代さんが訊いた。

「萌絵ちゃん、何 のために努 力す るの？」
「私、人並みになりたいんです。普通 の、どこにでもいる人みたいにしていたいんです」
「萌絵ちゃん は、 普通 のかわいらしいお嬢さんよ 。今のままでいいじゃない 」
ふ たり の遣り 取りを聞きながら、 後ろ めたい気持ちになった。

「だめなんです。珠代さんも 千紗さんも私のこと知らないだけなんです。知 ったら私 のこと、嫌いになるから」
「嫌いになったりしないわよ 。誰かに話したら気が楽 になることもあ るでし ょう 。私 たちって、ここ で会うだけ だか
か ら」

ら他の人 に話したりし ないし 。年寄り に話す のもいいかも。若い頃の悩みなんか、年取ったら小 さな 事に思えてくる
「そうでしょうか。珠代さんも大きな 悩みと かあ ったんです か？ 」
「そりゃあ、あったわよ。ず っと若い頃のことは忘れちゃったけど、 母を看てた 時は辛かったわ。今みたい に介護制
度がちゃんとしてなかったし 。徘徊もあって戻って来れなかったり、お店の物を勝手 に持って来ちゃったり 。近所か
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の人がみんな私たちを責めて るよ うな気がし たし、母ひとり護ってやれない自分が情け なくてね 。母と一緒 に死 のう

らよく苦 情がきてね、頭下げてま わったりし て。それでも、 二度とこん なことのないよ うに、と か言われて 。ま わり
って思ったこともあったわ」
「そ う だ っ た ん で すね 。私 、 珠 代 さ ん は 何 の 心 配 も な く て 、 子 ど も の頃 か らず っ と 幸 せ な 人 な ん だ っ て 思 っ て ま し
た」
「そんな わけ ないじゃな い。でも、いつ の頃 からか、あ んまり心配しなくなったわね。居直 っち ゃったっていう か、
こ うなり たいとか目標みたいなも のもなくなったし 。他人にどう思 われようと、あまり気にならなくなったわね 。昔
は、ほんと意地張って生きてたわ。今はいろ んなことが どうでもよ くなって、気 楽なも のよ 」
「そんなものなんでしょうか」
「私 の場合、そんなものね。年取るのも、悪いこと ばかりじゃないわよ 」
自分が年を取るという現実から目を 背け ていた私 には重く響 いた。
「で、萌 絵ち ゃんは、ど うし て嫌われるなん て思ったのかし ら」
話そ うかどう か迷ってい るよ うで、下を 向いたまま黙ってい る。
「ごめん、こんな訊き方して 。話さなくていいんだ から 」
謝り なが ら、珠代さんが萌絵ちゃん の二の腕 の辺 りをゆっくりさすった。
「いえ、私、 本当は誰かに聞いてもらいたん です。独り でず っと考えてて、毎日が厭でたまらないんです」
顔を 上げ た萌 絵ちゃんの大き な目に泪が 溜まり、淡いピ ンク の頬に流れ落ち た。
「私、妊娠し たのに、赤ちゃんを死 なせてし まったんです」
彼女は高校生のとき バイ ト先 の男性と付き合うよ うになった。当 時三十 歳だったその人 は頼り甲斐があ り、 優しか
った。家庭環 境に恵まれなかった萌 絵ち ゃん にとって、心置きなく甘え られ る人だった。三 年生の秋、妊娠したのを
機に男性の家で彼の両親と同居するよう になった。それ以来、学校 には行っていない。
「一緒に住むよ うになったら、すぐ に叩 かれ るよう になったんです 。お 父さんもお 母さんも仕事し てたから、私が 家

のことしてて。でも、 うまくでき なくて。あ の人が帰って来た時にご飯が できてなかったりするし、こん なまず い物
が 食え るかって言 われたこと もあ るし 」
「その家のお 父さんやお母さんは助け てくれなかったの？ 」
冬が終 わるころ、階段 から蹴り落とされた萌絵ち ゃん は流 産した。病院で 意識が 戻った時、身の周り の物を詰め た

「あの人が怒り出すと、ふたりと も黙って自分たちの部屋 に行ってし まいます。何か言うと、もっと怒るから」
ボストンバッグが ひとつベッ ドの横に置かれていた。内ポ ケット にまとまった現金が入った封筒が乱暴に突っ込んで
あ った 。
「なん て、ひどい話な の。そ れで、萌 絵ちゃんのご実 家の 方たち は？ 」
「一応、病院 から 母に電話し たん ですけど、そち らのお家の人にしてもらいなさいって言 うばっかり で……。母もい
ろ いろ あって、勝手に出て行 った私のことま で手がま わらないし 。あ の人 に連絡するのも、また叩かれると思うと恐
「どうしようもない男ね。そんな男、 別れてよかったわ」

く て」
珠代さんは声を荒げた。
「でも優しいとこ もあ ったん です 。私がもっと人並みにいろんなことができ てたら、こんなこと にはならな かったと
「その男と一緒に住ん でて、幸せ になれたと思う？」

思うんです」
「それは判らないけど、私が もっとち ゃんとしていれば赤ち ゃんを死 なせなくてすん だかもって思ったりし ます 」
珠代さんは頭を左 右に振り、大き な溜め息を ついた。
私 も言 葉を掛けたかったが、何かで読んだＤＶ対 処法や通り一遍の慰めしか浮かんでこなかった。
まだほんの二十歳なのに。柔 らかい心 の襞に深く 刻まれた傷を想 像す るだけ で身 震いした。萌絵ちゃんのし かめ っ
面を鬱陶しく思った自分を責めた。
「それっきり、そ の男とは会ってないのね」
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「ええ。連絡もし てません。籍も入れないままだったので、そのまま。私の実家ともそ のままになってます 」
「萌絵ち ゃん、よ くひとりで頑張ってき たね 。今は自分で稼いだお金で生活して るんでしょう。大したもん だわ。私
なんて、一度も自分で自分の生活を支え たことなんてないも の」
家 賃も払 わず 食費も親に頼ってい る私だって、珠代さんと同じだ 。
「そりゃあ珠代さんのお家はお金持ちだ から、私とは違います。私はこ うす るより他にないし……。ただ、将来のこ
と もあるから、もっとち ゃんと暮 らしてゆけ るよ うに努 力し なくち ゃ」
「萌絵ち ゃん のこと、応 援す る」
ひと言し か言えない私は卑怯 だった。珠代さんくらいの年になったら、少し は自分なり の言 葉を掛けたりできるか

「私も、応援する」
もし れない。それは漠然とし た希望 のよ うなものだった。
その日、珠代さんは前回よりも大き な袋 にお総菜や買い 置き の食料を詰めた。萌 絵ちゃんは嬉しそうに受け 取って、
何度もお礼を言った。
萌絵ちゃんと駅までの道を歩 いた。
「夜はまだ冷えるね 」
彼女が笑顔でうなず いた。空を見上げると、 星が たくさん出 てい る。
「お星様を見 るのなんて、久し振り 。いつも 見てるはず なのにね」
「そ うですね 。私も、こんなふうに見ること なかったです」
ふたりで立ち 止まって夜空を 眺めた。
「萌 絵ち ゃん、ごめんね 。私、何も言ってあ げられなくて。でも、萌絵ちゃんのこと、 嫌い になったりしないから。
絶対 にそんなことないから」
「あ り が と う ご ざ い ま す 。 今 日 、 話 し て よ か っ た と 思 っ て ま す 。 努 力し て れ ば 、 ど う に か な る っ て 気 が し て き ま し
た」

私 にも 二十 歳の時があ った。経験も知 識もなかったけ れど、自分が獲得し てゆく 未来への希望があった。あの頃 の

「そうよ。まだ若 いん だも の」
晴れが ましいような、 まばゆいよ うな気分を 思い出し た夜だった。
佐野さんから誘いのメールが来た。新しい展開があるわけ でもなく、 生活 の一部 のよ うに習慣化している。
指 定されたレストランで佐野さん の名 前を告げると、 壁際 の席に案内された。座 ると 同時に、携 帯が鈍い振動音を
立て始めた。佐野 さん からのメー ルには、少し遅 れる、と書かれてい る。
グラスワインを注 文し、ゆっくりと口 に含んだ。視線 の先 に、私と向かい合わせ に女性が ひとり座ってい る。彼 女
も誰かと待ち 合わせているのだろ う。不安げ に何 度も入り口に目を遣り、 時どき 水を 飲ん でいる。女性が 発する空気
感がそ の場に不釣 り合いに思え、つい見てし まう 。年 齢は五十歳前後だろ うか。丸襟のスーツは生地 の張りを失 って
いて、 長年し まい込ん でいたのを引っ張り出してきた みたいだ。子ど もの入学式とか卒業式のためにあわてて買 い揃
え たも のだろ う。うなじの辺 りでひと括りにした髪が 生活感をにおわせる。平坦 に塗られた顔全体に、くっきり引か
れた眉と牡丹 色の口紅が目立つ。レス トランでこ の時間に食事す る機 会などない 専業 主婦のようだ。いったい、どん
な人と待ち合わせてい るのだろう 。
また女性が入り口 に目を遣った。とたん、 別の人 みたいに表情が 輝いた。スタッフに案内されて来た男性のくたび
れたスー ツが 、そ の痩せた体型を強調してい る。こち らに背を向けて座った後頭部が かなり 薄い 。長年、連れ添った
夫婦が何 かの記念に外での食事を 思い立ったのだろう 。妻は緊張から解放されたよう に、しきりと夫 に話し掛け てい
る。その顔から自信に満ちた幸福感が 伝わってく る。
「やあ、お待 たせ 。こ れ選ん でたら遅 くなっちゃった 」
テ ーブルに赤いリ ボンが掛かった小箱が置かれた。プレスの効いたボタンダウンシャツに、下ろ し立てみたいなブ
レザーを 羽織 った佐野 さんが 立ってい る。そ の時になって自分の誕生日であ ることに気づいた。四十四歳になった私
は、顔だけで笑った。
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食事を終えてテー ブルを 立つ 時、あの夫婦に目が 行った。ふ たり の間には、 くつろいだ親密さがあった。店を出 て
歩きなが ら、 妻のはしゃいだ顔や、甘え るよ うに小首を 傾げて夫 に話し掛け る様が浮かんだ 。あ の妻は夫から暴 力を
振 るわれたことがあるだろう か。日常的な暴 力と は無縁そうな顔だった。
そ の夜はベッ ドに入っても、 なかなか集中できな かった。佐野さんも含めて、私 は今まで付き合った男性から暴 力
を 受けたこと はない。たまたま、そうだったのか。佐野 さん の中 にも暴 力へ の衝動があ り、 理性で抑え てい るだけな
のか。私 には判らない。
佐野さん は同じ動きを繰り返している。それ は突然、来た。自分の外枠がぽんと弾け るほど、強 い感覚が湧 いた。
セックス はギャンブルみたいなものかもしれない 。自分を取り巻く現実 はどこかへ飛ん でし まい、自分ではない何
かに支配 され る。ほうけ たよ うにパ チンコ台 に向かっている人や、 馬券を握り締めて声 の限りに叫んでいる人と 同じ
状態なのだろ うと思 って みたりする。だ からといって、私が依存症とか中毒 に陥ること はない。佐野さんに会いたく
なっても、セックスへの衝動とはつなが らない。私 はただ、 自分と いうものの存在を確 かめ たいだけだ 。そ れが 束の
間であっても、一心 に私 に向けて働き掛けるものが 欲し いのだ。
レス トラ ンで見かけ た妻や佐野さん の奥さん は、こんなこと は思 わないだろ う。彼女たちは共に向き合い、 生活を
まわしてゆくパートナーを持 ってい る。佐野 さんと の関 係は私が決 定権を握 っているよ うだが、 彼にと って 消滅して
すべ てを 話し て嫌われるのは萌絵ち ゃん ではなく、私な のだ 。

も構わない程度のも のと も言える。二者択一を迫られれば、 彼が何 の迷いもなく家庭を 優先 するのは明 らかだ。

梅雨明け も近く、時折り強い 陽射しがのぞく 。子どもたちは夏休 みを目 の前 に、そわそ わし てい る。仕 事も忙しく
なった。萌絵ちゃん は、ちょっとは楽に生き てゆけ るよ うになっただろ うか。珠代さん の中では、ひとりの 時間に溜
め込んだ諸もろが出口を 求め ているんじゃないだろ うか。私 は珠代さん からの連絡を心待ち にした。
メー ルに気づいたのは、 帰り 支度をしている時だった。珠代さんからと萌絵ちゃん から、二通きている。女子会の
連絡と思い、軽い気持ち で珠代さん のメールを開いた。「できたら、電 話を ください」とだけ書かれている。先に届

「 突然です みません。遠い街 に行 くことになりました。彼と一緒 に行きます。お 二人 のことは忘れません 。ありがと

いた萌 絵ち ゃんのメー ルと関係があるのだろ う。件名が「お二人へ」となってい るメールを開いた。
う ござ いまし た。」
急いで 会社を 出て、歩きながら携 帯を 開いた。アドレス帳 の「女子会」グ ループ には、ふ たりの名前があ る。珠代

厭な予感がし た。
さんに電話を入れた。
「千紗さん、萌絵ちゃんのメール、見たでし ょう 。私ね、 見てすぐ萌 絵ちゃんに電話したの。そ の時はまだ電話が生
珠代さんはあ わてていて、早口で知る限り の情報を並べた。萌絵ちゃんが いう「彼」とはコンビニの店長らしい 。

き てて、心配しなくていいって言 うん だけどね」
「その彼の親御さんが 病気で働け なくなって、治 療費とかで借金がかさん だんだって 。サラ金が 彼の所まで取り 立て
に来てたみたい。ふたりで温泉旅館に住み込んで働くんだって。三年、我慢したら借金が 返せるって言ってた」
「そん なこと って…… 」
「そうなのよ 。なんで萌絵ち ゃん ばっかりって、私、思ったわよ 。携 帯は解約す るけど、無 事に借金 返済し たら必ず
私 たち に連絡するって 。案外、明 るい声だった」
珠代さんは、 「話してくれればよ かったのに。私がし てあげ られ ることなん て、 ないんだけどさあ」と言って電 話
を 切 った 。
すぐに萌絵ち ゃん に電 話したが、つながらな かった。
そ れからは頭の隅 に萌 絵ちゃんのことが居座 って落ち 着かない。時間が経つ につ れて、それ はどんどん膨らんでき
て捌け口を求めていた。しかし珠代さんを除いて、私 の周囲 に萌 絵ち ゃんの話題を共 有する人はいない。思い切って
珠代さん にメールを出した。彼女を真似て「 女子 会を いたし まし ょう 」と打ち込 み、 「どこ かでお昼をご一緒し ませ
ん か？」と誘いの言葉を添え た。珠代さんの返信には、用事があ るので来週 の月 曜日以降にしてほし い、とあった。
私 たち は自然 食レストランで待ち 合わせた。自分でも可笑し いくらい、その日が 待ち 遠しかった。先 に着いた私 は、
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久し振り に会う珠代さん は、心持ちほっそりしていた。萌絵ちゃんの新しい 情報はなく、溜め息 ばかりで会話も沈

いつか見た女性のように何度も入り口を 見て は水を飲ん だ。
みがち だ 。
「今度の人は大丈夫なん でし ょう か？」
「さあ、どうなん だろう 。そ れにしても、三 年って長いよね 」
「そうですねえ。でも、萌絵ちゃん、三 年後 はまだ二十三歳なんですよね。若いですね 」
「うん。若いね。私なん か、三年後はもうこ の世にいないかもしれないのに」
珠代さんがまた大き な溜め息をついた。

「まさか。珠代さんはまだそんな年じゃあり ませんよ」
「萌 絵ち ゃん、幸せ になってくれたらいいな 。私ね 、あ れから神社 の前を通りかかったら、お参りして るの。萌 絵ち
ったこと なん てあったかしら。やっ ぱり 年取ったん だよね」

ゃんが健 康でちゃんとご飯を 食べてますよう にとか、笑 ってますよ うにとか。今までこんな に真剣に他人の幸せを願
彼女は食が進まないようで、しゃべりながら 割り箸の袋を折りたたんだり広げたりしている。
「萌 絵ち ゃん、きっと大 丈夫ですよ 。努 力の人だし、まだ若 いし」
「そ れも、そ うね」
「ふ たり で女子会し なが ら、萌絵ち ゃんを待ちまし ょうよ。私、こんなふう にし て珠代さんと時どき会いたいん です
けれ ど 」
彼女は何も応えず黙ってしまった。萌絵ちゃんのことがよほどシ ョックだったのだろう 。
「あ のね 。迷 ったん だけど、 やっぱり千紗さんには言っておくわね 。私ね、 来週 の月曜日から入院するの。乳癌の手
術のため に。前から判ってたんだけど、どうせひとりだし死 んでもいいかなって思 ってそのままにしてた。でも萌 絵
ちゃんのこと思 ったら、それじゃあ いけ ない気がし て。先週 は検査入院だったの。転移もあ るみたいだ から、どうな
るか判ん ないん だけど。とにかく取れるところを取ることになって 」

自分を 立て直すのに少し時間が要 った。
「 病院 はどこです か？ 」
「お見舞いなんて、いいのよ 。萌 絵ち ゃんじゃないけど、退院できたら私 の方から連絡す るから。し ばらくはし たく
「何か私にできることありますか？」

てもメールも電話もできないだろ うし 」
「大丈夫。保証人とか手術の同意書と かは、 母方の従姉妹がやってくれるから。普段 は行き来もしてないのに、こん
な 時はありが たいものね。やっぱり、人間、ひとりで は生きていけないよ うになって るみたい」
混乱し た私は、「きっと手 術は成功し て、 また元気になれます」と繰り返していた。
「私も、そう願ってるわ」
珠代さんは、あの運に恵まれていそうな笑顔を見せた。
買 い揃える物があ ると いう 彼女と、レストランの前で別れた。
「私も、今日 から神社 の前を 通ったらお参りします。珠代さんと萌絵ちゃんのことを護ってくれ るよ うにお願いしま
す」
「誰かが私のため に手を合わせてくれ るなん て、ありがたいわね 。き っと、 また 女子 会しましょうね 。じゃあ、これ
少し歩 いてから振り返り、珠代さんの後ろ姿を目 で追った。見え なくなってから携帯を取り出し、佐野さんを着信

で 。千紗さんも元気でね」
拒否にし てアドレス帳 から削 除し た。
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